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学校名 部門

活動テーマ

開催日

場所

時間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

メール送信先

　「清掃活動当日の内容」

  　　＜清掃活動の準備＞
　　　　　ＰＴＡ美化活動班保護者６名
　　　　　・清掃活動の準備（ほうき、トング、草取り器具等）
　　　　　・班編制・清掃箇所の確認
　　　　　・駐車場の交通整理
　　　　　・ペットボトル（お茶）の準備

　　　＜清掃活動内容＞
　　　　　・Ａ班・・・・・学校前歩道の落ち葉清掃（高等部１年生と幼稚部保護者）
　　　　　・Ｂ班・・・・・歩道のゴミ拾いと除草（高等部３年生と高等部保護者）
　　　　　・Ｃ班・・・・・歩道のゴミ拾いと除草（高等部２年生と高等部保護者）
　　　　　・Ｄ班・・・・・歩道のゴミ拾いと除草（高等部２年生と高等部保護者）
　　　　　・Ｅ班・・・・・歩道のゴミ拾いと除草（中学部１，２年生と小学部保護者）
　　　　　・Ｆ班・・・・・歩道のゴミ拾いと除草（中学部３年生徒中学部保護者）
　
　 　　中高等部生徒と、保護者が協力して捨てられたペットボトルやたばこの吸い殻拾い、除草作業を
　　行った。参加者全員、汗だくになって時間いっぱいがんばった。 ゴミ袋で３０袋以上が集められた。

　「保護者の清掃活動のアンケート」　（一部抜粋）
　 　・地域のために行う活動はよいことだと思う。
　　 ・今回が初の校外清掃活動ということだったが、定期的に継続してもよいと思う。
　 　・これからも続けてほしいと思った。軽い気持ちで参加したが、結構重労働だった。
　　 ・中学部・高等部の生徒と一緒にできたのがよかった。
　　 ・来年も予定されるなら、参加したいと思う。　　　　　　等

　「ＰＴＡ美化活動班の感想」
      今年度初めての校外活動でしたが、地域の清掃活動を行って、よかったと思う。
　　　地域への感謝の気持ちをもって、今後も継続していきたい。

　生徒と保護者が一体となって地域の清掃活動に取り組むことにより、地域貢献に対する
意識を高め、自己有用感や道徳心を育む。

保護者と生徒が一緒に地域の清掃活動をすることで、地域貢献に対する意識を高める。

ボランティア

地域清掃活動を行うに当たって
　「現在の地に移転し５２年目を迎えて」（校長挨拶より）

　　　　本校は昭和４０年に現在の地（西阿知和町）に移転してきた。それから５０年を越える年月がたった。
　　　　その間、地域の方々に見守っていただきながら子どもたちは成長してきた。以前より、幼児児童生徒
　　　は、さまざまな交流活動や地域貢献活動を行ってきた。ＰＴＡ活動も活発に行われている。
   　　 ＰＴＡ美化活動班は毎年年２回の校内清掃活動（中庭の草取りや体育館掃除等）行ってきた。今年度
　　は、ＰＴＡ主催の校外での地域清掃活動に、中学部・高等部の生徒と共に取り組む。

「清掃活動の進め方」

　進行：ＰＴＡ美化活動班が中心となって進める。

 　 　①　ＰＴＡ美化活動班長挨拶
　　　②　校長挨拶
　　　③　清掃活動
　　　　　　（６班に分かれて活動）
　　　④　片付け
　　　⑤　ＰＴＡ美化活動班長お礼の言葉

info@aichikoupren.org

平成２８年１０月６日（木曜日）

愛知県立岡崎聾学校

ＰＴＡ美化活動（地域清掃活動）

岡崎聾学校の周辺の幹線道路と通学路

９時５０分～１０時５０分

中学部生徒１３名、高等部の生徒　３０名
幼稚部から高等部までの保護者　２９名
教職員　２６名

ＰＴＡ美化活動委員会

高Ｐ連受付番号

生徒とともに歩道のゴミ拾いと草取り 

挨拶をするＰＴＡ美化活動班長 

mailto:info@aichikoupren.org
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　終日

　PTA役員理事、名古屋市教育委員会文化財保護室、一般保護者、本校生徒、教職員

　名古屋市守山区志段味地区には多くの古墳が残っており、国の史跡として指定されてい
ます。名古屋市教育委員会は、この地区を歴史公園「歴史の里」として整備を進めてお
り、平成30年度のオープンを目指して広報のためのイベントやグッズの販売を行っていま
す。平成27年度、本校は名古屋市教育委員会と連携協定を結び、この事業の中で商品開発
やボランティアなど地域に根ざした活動を進めてきました。
　PTAもこの活動に加わり、「歴史の里」マスコットキャラクター「しだみこちゃん」を
応援しながら、学校の教育活動の支援とPTA活動の活性化に努めています。皆で楽しく活
動しています。

PTA役員理事、名古屋市教育委員会文化財保護室、一般保護者、本校生徒、教職員が協力
し、名古屋市守山区、国史跡しだみ古墳群「歴史の里」整備計画普及啓発ボランティア活
動を行う。
　PTA役員会、企画委員会

　学校の教育活動への支援とともに、PTAが楽しく活動していることを保護者の皆さんにPRし、より多く
の方がPTA活動に参加していただけるよう工夫しています。
　「しだみこちゃん」の温かなキャラクターにより、多くの保護者の皆さんに関心をもっていただくことが
でき、今、緑丘商業高校のPTAは笑顔にあふれ、元気いっぱいです。

　平成２８年１０月２７日（木）、１１月５日（土）・６日（日）、その他

　緑丘商業高校、歴史の里体験ひろば、各地ショッピングモール

　　２　PTA役員理事によるオリジナルグッズ(うちわ・顔出しパネル等、ＰＴＡ役員勧誘
　　　メッセージ入り）の製作

　　３　学校祭PTA企画喫茶室にて「しだみこちゃん」登場及び「歴史の里」PR活動

　　４　生徒・教職員による　「歴史の里」なりきり古代体験秋まつりボランティア

高Ｐ連受付番号

　愛知県立緑丘商業高等学校 ボランティア

　「歴史の里」ボランティア活動

歴史の里 しだみこちゃん ボランティア

子どもたちの埴輪作り体験お手伝いボランティア 

役員会理事会後の時間を使って文化祭にて、 

参観保護者へ配布するしだみこちゃんグッズを制作 

名古屋市長あいさつ 古墳ストラップ作りボランティア 

PTA役員理事の方々が文化祭にて「歴史の里」をPR 

 ＋ 参観保護者へＰＴＡ活動紹介 
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２　常滑焼まつりＰＴＡ焼きものバザー
  (1) 日程
　　　　８月１８日（木） 値つけ、梱包作業                                 １３：００～１７：００
　　　　８月１９日（金） 会場への搬入作業（ﾄﾗｯｸ積込）と会場設営　　８：３０～１３：００
　　　　８月２０日（土） 常滑焼まつり（１日目）　準備、販売　 　　　　　 ９：００～１７：００
　　　　８月２１日（日） 常滑焼まつり（２日目)   販売､片づけ、清掃    ９：００～１７：００
 
 (2) 活動内容

愛知県立常滑高等学校 ボランティア

陶芸作品づくりと常滑焼まつりＰＴＡ焼きものバザー

ボランティア 地域貢献 ものづくり

平成２８年６月１１日（土）、６月２２日（水）、８月１８日（木）から８月２１日（日）

常滑高校、常滑競艇場

info@aichikoupren.org

９時～１７時まで

本校ＰＴＡ
　 陶芸作品作り　延べ人数　４３名
　 常滑焼まつりＰＴＡ焼きものバザー　延べ人数　６１名

　本校は、旧常滑高校と常滑北高校の統合校で、それぞれのＰＴＡ活動も継承して実施している。
  国際交流事業や闊歩訓練への参加、地場産業である常滑焼などのものづくりを行う活動など多
彩なＰＴＡ活動がある。本校の特色の一つであるセラミックアーツ科に協力を得て、陶芸作品づくり
を通し、ＰＴＡの相互理解と親睦を深め、本校の学校教育への理解や地域に貢献した活動を行う。

　ＰＴＡの相互理解と親睦を深めるとともに、ものづくりの楽しさを体験し、学校教育への理解と地域
に貢献した活動を行う。

健全育成委員会
本校セラミックアーツ科教員

１　陶芸作品作り
  (1) 日　程
　　   ６月１１日（土）　９：００～１２：００ 　    ６月２２日（水）１３：００～１６：００

  (2) 活動内容

高Ｐ連受付番号

板状の粘土を使ってのお皿作り（たたら成形） 

［参加者の感想］ 

・  お茶碗の絵付け、お地蔵様、招き猫、たたらの皿作

り、 ろくろ体験ができて楽しかったです。     

・  お茶碗、コーヒーカップ、小鉢と３年間で全部揃えま

お地蔵様づくり 

一つ一つ表情が違います 

収益については、常滑市社会福祉協議会に全額寄付しています。 
［参加者の感想］  ＰＴＡ広報誌より 

・  今年も好天に恵まれ常滑焼まつりに参加出来ました。 

値付け、梱包、運搬、搬入、陳列、販売と３年間の集大成として全て参加しました。今年は準備段階

で販売場所が一番奥に移動したため、若干不利に思われました。しかし、参加者の呼び込み、声

掛けの甲斐もあって初日から盛況。実用的で良い品物をまとめて購入されるお客様も多数いました。 

他に大型、高額商品も好調でしたが、意外にも陶芸部作の奇抜な作品が売れていきました。やはり

焼き物は、奥が深いな～と思いました。 

・ お客様からの質問に答えられず、勉強不足を実感する場面もありました。私達も先生からレク

チャーを受けたいと思いました。 

・  お皿の底を砥石で研く地道な作業があることも知りました。みんなの手で作り上げた焼きものに

愛着が湧きました。 

・  ＰＴＡ委員ではありませんが、皆さんと一緒に楽しく活動できました。次の行事も積極的に参加し

昨年、大村知事にもお買上げ頂きました 校訓「徹」をプリントしたそろいのＴシャツ（通称「徹

Ｔ」）を着て販売します 

多くのお客様に買って頂きました 

mailto:info@aichikoupren.org


ＰＴＡ活動紹介 4

PTA（学校）名 部門

活動テーマ
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開催日
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参加者
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主体委員会名・
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PTA幹事会

高Ｐ連受付番号
              

愛知県立三谷水産高等学校PTA ボランティア

各種三谷水産ブランド商品を生かした，PTAチャリティーバザー(水高祭）

生徒が関わった開発商品の活用 地元企業との協力 チャリティバザー

平成２８年１１月１２日（土）　・・・水高祭（三谷水産高等学校・文化祭）実施

本校　武道場

info@aichikoupren.org

午前8時半～午後３時（バザー時間：午前１０時～午後２時）

PTA幹事（３７名）

・笑顔で元気に楽しい活動　～無理せず，頑張り過ぎず，できる範囲で～
・本校生徒が開発に関わった各種商品の紹介・活用

１．地域の皆さまや学校見学者におもてなしをするとともに，本校をアピールする一端を担う。 

２．連携・協力を通じてPTA幹事の親睦を深める。 

３．収益金を漁船海難遺児育英基金へ寄付と本校防災グッズ購入にあてる。 

【新商品 マグロッケバーガー】 

 「愛知丸マグロッケ」とは，本校実習船「愛

知丸」が釣ったマグロを使った，製造部生徒と

ヤマサちくわ㈱が共同開発したコロッケ味の新

開発食品です。じつは，昨年試食したPTA役員

が「パンに挟むともっと美味しくなる」と思い

つき，今年度のPTAバザーでの新商品として企

画しました。事前に幹事会において試作•試食

を実施し、素材の味だけで充分に美味しくなる

ことを確かめた後，実際にどのように販売する

かや包装方法なども検討しました。バンズにつ

いては，地元・三谷町の障がい者福祉事業所の

パン屋「八兵衛」の皆さんが想いを込めて作っ

てくださった五穀パンを使用し，マグロッケを

挟んでマグロッケバーガーとして販売しました。

用意した200本は1時間もしないうちに完売する

ほど大好評でした。 

【愛知丸ごはん】 

 本校製造部の生徒と㈱平松食品が共同開発した

「愛知丸ごはん」を販売しました。4種とも美味しい

のですが，特に「愛知丸の釣ったかつおとしょうが

のごはんじゅれ」は，３年連続でモンドセレクショ

ン金賞を受賞するだけあって，大人気でした。今年

度は前年よりも多めに用意しておいたのですが，4種

とも数十分で完売しました。 

【ニギス団子汁】 

 毎年恒例のニギス団子汁も，用意した300食が2時間あまりで

完売する盛況ぶりでした。「ニギス」というのは，三河湾で獲

れ地元でよく食べられている魚です。フライにしても煮付けて

も美味しいです。数年前よりPTA幹事のお知り合いの魚屋の牧

屋さんに野菜入りのニギスのすり身を提供していただけて，

ぐっと作業効率があがりました。さらに調理などの作業につい

て，これまでの経験と蓄積をもとに改善を重ねて，より少ない

人数・時間で調理できるよう年々効率化を進めています。今年

度は昨年度より30分遅く8時半から調理開始して，10時には準

備完了しました。 

＜今年度のおもな改善点＞ 

・具材を分けてからカットし，均等に配分した。 

・ニギス団子を別の鍋に取り置き，販売会場へ運ぶ直前に他の

具材と合わせたことにより煮崩れ防止を実現した。 

・唐辛子とともに，今年度開発されたばかりの新たな三谷水産

ブランドの魚醤「里海の貝革」を添えた。 

＜衛生面＞ 

・引き続き，調理にかかわるPTA幹事に検便を実施した。 

・調理士免許所有の家庭科教員の指導のもと，食中毒に十分注

意し消毒スプレーの徹底に心がけた。 

里海の恵み・貝革 

水産食品科の課

題研究班の生徒

がイチビキ㈱と共

同開発した魚醤
（カガミガイ使用） 

今年度も楽しく終了しました！  

 ＰＴＡ会長のもと，幹事みんなで準備から片付

けまで協力し合い無事に終えることができました。

今年度も達成感いっぱいの水高祭でした！ 

【地元の銘菓の販売】 

 今年度も地元企業のご厚意により，特別価格で提供

していただきました。 

・有名洋菓子店・スズキプランタンから「できたて

シュークリーム」と「チーズスフレ」 

・老舗和菓子店・両口屋から「水高饅頭（紅白１組）～

校章の焼き印入り～」 

・本校食品科の卒業生が代表取締役を勤める㈲石黒商

店から「せんべい」 

 大きな袋をたくさん抱えたお客様の笑顔いっぱいの，

とても賑わって充実した販売会場となりました。 

【バザー開催に向けての準備】 

・10月の役員会の前にニギス団子汁とマグロッケバーガーの試作会を美味しく実施しました。 

・前日の夕方に地元のＰＴＡ幹事が中心になって会場やバザー商品の確認をしました。 

・昨年は8時集合に遅くしましたが，遠方の幹事さんも多いため，さらに効率化を進めて今年度は8時

半で間に合うよう準備しました（片付け終了は例年通り２時過ぎ）。 

☆おそろいのハッピで記念撮影☆ 

おつかれさまでした♪ 

 本校ＰＴＡは「笑顔で元気に楽しく活動」がモットーです。「無理して」とか「義務だから」とか

「頑張らなくちゃ」というのはＮＧ！今回のバザーにも仕事などの都合がつかずにどうしても参加でき

ない幹事さんもおられましたが，そこはいつもの通りチームワークでカバーしました！ 

 せっかくの機会ですから，ＰＴＡ幹事も子ども

たちの活動を見学できるようにうまく用務の分担

をして，他の催しを回る見学時間を交代で確保し

ました。日頃とはずいぶん違う様子が見れたのと

ともに，学校やクラスの雰囲気にふれることもで

きて，とてもいい機会になりました。 
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学校名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場所

時間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

メール送信先

犬山南高校総務部、ＰＴＡ、花作り同好会

高Ｐ連受付番号

花壇 協同 交流

平成２７年６月５日（金）付「尾北ホームニュース」において、本校花Ｐ活動が紹介された。

「犬山南高校を、いつも花があふれ、魅力が実感できる場所としよう。花のやさしさ、人の
やさしさを子どもたちや先生、そして地域の人たちにわかってもらおう」との思いから花壇
づくりに取り組んでいる。

定期的に土曜日に集まり、花壇の手入れを行っている。活動後は校長室に集まって茶話
会を開き、保護者同士の相互交流・情報交換、教員・学校との懇談の場となっている。

ボランティア

１７年前、学校を花で一杯にしようと活動を始めた。月２回程度土曜に集まって、花苗の植え付けや草取り
など四季の花壇づくりに取り組んでいる。参加者は１５～２０名程度。現役の保護者だけでなく、花Ｐ活動の
ＯＢ（卒業生保護者）も参加しているのが特徴である。
花壇は年々増加し、植え付け面積は拡大の一途である。ビオラ、パンジー、白妙菊といった花に加え、なで
しこや水仙も植え付け、四季折々の花が楽しめるようになっている。冬にはプランターにチューリップを植
え、春になれば入学式を美しく彩る。また、体育館へ向かうスロープの脇に芝桜を植え、一面がピンクと白
の可憐な花で埋まる。
活動終了後は、引き続いて校長室に集まって茶話会を開く。保護者同士の相互交流・情報交換の場で蟻、
教員・学校との懇談の場、またＰＴＡ活動の打合せの場としても機能している。
５月末には法面の整備を兼ねて淡竹とりを行う。この日は保護者だけでなく、生徒や生徒の兄弟も参加し、
花P事務局がちらし寿司などの軽食も用意して皆に振る舞う。
このような活動は、学校が地域から応援されていることの証であり、生徒にとって大きな意味を持つ。学校
にとっても、強力な応援団の存在は極めて頼もしいものである。

info@aichikoupren.org

土曜日、毎月２回程度。
平成２７年５月２３日（土）、６月６日（土）、７月１１日（土）、８月２９日（土）、９月５日（土）、１１月７日（土）、１１月２８日（土）

愛知県立犬山南高等学校

花作り同好会（通称：花Ｐ）

犬山南高校　花壇

９時３０分～１２時ごろ

１～３年保護者、ＯＢ（卒業生保護者）　１５名～２０名程度

mailto:info@aichikoupren.org
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学校名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場所

時間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

メール送信先

校門付近を花で飾ることにより、生徒・市民に潤いをもたらすとともに、ＰＴＡ・生徒・教員で
の共同作業を楽しむ。
市の中心部で市役所の真向かいに位置する学校として、多くの市民が往来する大通りを花
で飾ることにより、地域の環境美化に貢献する。
特に平成２８年度は、１１月１日に本校の創立９０周年記念式典に合わせて、校門の両脇を
花で飾り式典参加者をあたたかく出迎えた。

高Ｐ連受付番号

委員会活動 地域の環境美化 文化祭での「お宝マーケット」
　　　　　　　　　　【作品と一緒に】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【飾り付け後】

　また、９月の学校祭・文化部門で、ＰＴＡの催し物として「お宝マーケット」を行っています。学校の先生方や
ＰＴＡ会員に呼びかけて、家庭で眠っている物品を提供していただき、先生方や生徒を対象に販売します。こ
こで出た収益はすべて生徒の学校生活に役立つよう、還元しています。ハンギングバスケット作り１回につ
き４万円ほどかかる、材料のパンジーの花の苗や培養土、肥料などの購入費にも充てています。

　　　　　　　　　　【会場にて】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【販売中】

市との協同企画として始まり昨年度から本校単独の企画となった、本校と市役所前の市の
メイン通りを花で飾る、保護者・生徒・職員が一体で取り組むボランティア活動。

主体委員会：　ＰＴＡ広報委員会及び学校の関係分掌（総務部・生徒会部・保健厚生部）
講師名：　平松つね子　氏　（元本校教諭）

＜ＰＴＡ広報委員会の活動＞

　碧南高校のＰＴＡ組織は、総務委員会・広報委員会・進路委員会・生活安全委員会の４つの委員会から成
り立っています。それぞれに委員長１名、副委員長３名、委員６～７名を置き、年間計画にもとづき活動して
います。

　その委員会の１つである広報委員会では、毎年６月上旬と１１月上旬に、ハンギングバスケット作りを実施
しています。元本校園芸同好会顧問であった平松先生に指導していただき、生徒会や同好会の生徒と一緒
にハンギングバスケットを作ります。できあがったバスケットは、正門横のフェンスに掛け、その前を通る市民
の人たちにも喜んでいただいています。

　　　　　　　　　　　【作成中】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【飾り付け】

info@aichikoupren.org

愛知県立碧南高等学校 ボランティア

ハンギングバスケット作り及び校門前のフェンスの飾り付け

春：　６月１日（水）、秋：　１０月２６日（水）　（毎年、年２回）

本校内及び校門前のフェンス

１５：５０～約１時間

ＰＴＡ役員、生徒、職員など、約７０人
内訳：　ＰＴＡ役員　約２０人（広報委員会を中心に）
　　　　　生徒　３６人（生徒会役員９人、園芸同好会部員２７人）
　　　　　教員１６人（管理職3人、総務部１人、生徒会部２人、保健厚生部７人、研修部１人、
　　　　　園芸同好会顧問２人、初任者２人）

mailto:info@aichikoupren.org
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場 所

時 間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

メール送信先

活動の内容・・・

１　校内環境整備活動班・・・・
　　（１）　球技コート周辺整備班・・・・側溝の清掃（土、落ち葉、草、ゴミの除去。）・・・生徒・職員
　　（２）　夾竹桃伐採班・・・・夾竹桃を伐採し、コンテナ付近に運搬・・・・・・保護者・職員・生徒
　　（３）　コンテナ班・・・・・・・運搬されて来た夾竹桃をさらに細かく伐採し、コンテナに入れる・・・・保護者・職員・生徒
　　（４）　プランター班・・・・・・花壇や鉢に花植えを行ない、鉢を校内に設置。・・・保護者・職員・生徒

２　道路環境整備班・・・・・学校周辺の道路を１２の班に分かれて、美化活動を行なう。・・・生徒・職員

３　炊き出し班・・・・・・約５００人分の豚汁、お汁粉を作り、参加者にふるまう。・・・・保護者

４　活動中の写真

　　　　　　　側溝の清掃

高Ｐ連受付番号
　夾竹桃の伐採

周辺道路の美化活動

プランターへの花植え

保護者による炊き出し

愛知県立安城東高等学校 ボランティア

クリーンフェスティバル（環境整備活動）

生徒・保護者・職員の共同作業 環境美化 PTAによる炊き出し

平成２８年１１月５日（土）

愛知県立安城東高等学校および周辺道路

info@aichikoupren.org

１３：３０から１６：３０

生徒有志（第１学年、第２学年の参加部活動生徒、環境整備委員、交通安全委員、生徒会執行部）
　　　　　　　　　　　４３３名
保護者　　　　　　　４９名
本校職員　　　　　 ２２名　　　　　　　　　　計　５０４名

　生徒、保護者、職員が一緒になって環境整備活動に汗を流すことにより、参加生徒がボランティ
ア精神を高め、保護者や職員との親睦を図り、相互の信頼関係を養うことを目指す。

生徒・保護者・職員が各班に分れ、校内の環境整備活動、周辺道路の環境整備活動を行なう。
環境整備活動後、参加者に対し、保護者による豚汁とお汁粉の炊きだしを行なう。

PTA特活委員会

mailto:info@aichikoupren.org

